“まなび”with コロナ

鳥取県内で、社会教育・生涯学習担当者として日々

社会教育・生涯学習担当者
紹介コーナー！
Q１

頑張る方にスポットをあて、新型コロナ感染症拡大防

止に努めながら工夫している点や取組等についてイン
タビュー形式で紹介します。今号は三朝町教育委員会
の職員さんをご紹介します。

まずは、趣味、三朝町の好きなところを含めて自己紹介をお願いします。

三朝町教育委員会事務局社会教育課の村岡です。
今年度から社会教育課に異動となりましたが、 入庁２年目に公民館主事を担当した縁
で、 地域の運動会などの体育事業に18年近く関わっています。
趣味はプロレス鑑賞です。旅行がてら様々な場所で観戦していたのですが、 コロナ禍の
影響でしばらくお休み中です。早く以前のように観戦できる日が来るのを願っています。
昨年４月に三朝温泉街にオープンした「 天然ラドン熱気浴泉 すーはー
温泉」 をご紹介します。三朝温泉は、「 吸ってよし、 飲んでよし、 浸かっ
てよし」 と三拍子揃った温泉であり、 熱気浴施設は「 吸ってよし」 なこと
から、 温泉を「 吸って吐く」のイメージで命名されました。みなさんも「 吸
う温泉」を体感してください。

Q２

日常の担当業務について、教えてください。

社会教育 ・ 社会体育全般、 社会体育施設管理等、 業務は多岐にわたります。
当課は職員数が少ないので、 課長を含め、 課員全員が助け合い、 チームを組んで業務に当たっています。

Q３

新型コロナ感染症拡大予防のために工夫されている点はありますか？新たな取組や、今後企
画されていることはありますか？

コロナ禍の中でも社会教育の歩みを止めることはできませんので、 出来る範囲で事業を継続、 または開催方法を
変えています。
ただし、 新型コロナウイルス感染症は、 いつ感染が急増するか分かりませんので、 予め事業中止の判断基準を設
けたり、 スポーツ少年団の活動についても鳥取県版新型コロナ警報を基準とした活動方針を作成するなど、 客観的
視点で判断できるような体制を構築しました。
今後はケーブルテレビを活用した社会教育、 社会体育の事業を展開したいと考えています。インターネットの時代
ですが、 やはり全年代になじみがあるのはテレビだと思いますので、 地域で活動されている方を紹介し、 それが話題
になるだけでも、 地域に元気が出てくると思います。

Q４

今一番楽しんでいる、オススメの “ まなび ” はなんですか？

筆者愛用のタブレット端末

Q５

マンガを読むことです。特に、「 職業モノ」のマンガをよく読んでいます。最近は特定
の職業をテーマにしたマンガも多く、 これらを読んでいると行政の仕事しか知らない私
にとっては大きな“ まなび”になります。
愛用のタブレット端末で、 毎晩電子書籍で読んでいます…家が狭いもので、 本の
保管場所が無いんです…。

ma・navi 読者のみなさんへ一言お願いします。

皆さんも、 コロナ禍の中で社会教育や学びの在り方について頭を悩まされていると思いますが、 ある意味これをチャ
ンスと捉えて、 新しい取組を考える「 種まき」 の時期だと考えてみてはいかがでしょうか。様々なチャレンジがいつか花
を咲かせる時期が必ず来ると信じています。
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とっとり県民カレッジ講座（市町村連携） 【主催】鳥取県立生涯学習センター 【共催】琴浦町教育委員会

為せば成る、
自分ごとのまちづくり
9 月 4 日（土）、地域づくりについて考える講座をオンラインで開催しました。

演

題

ビレッジプライド
～地域おこしは年中夢求～

生まれ育った島根県邑南町で、邑南町が目指す［A 級グ

ルメ］の仕掛け人としてイタリアンレストランの立ち上げ
や「食の学校」を手掛け、スーパー公務員として紹介され

た寺本さんに、島根県からリモートでご講演いただきまし
た。

まちおこしとして「食」にこだわってきた寺本さんは、

インターネットの通販サイトを通じて、町の農産物などを
売り込む取組を始めたことや、３年間料理の勉強をしてか

て ら も と

寺本

ら起業を促す研修制度「耕すシェフ」を手掛けたことにつ
いて紹介され、
「地方には良い人材がそろっていて、丹精

込めて作られた食材があることを誇りに思ってほしい」と

え い

じ

英仁

さん

（島根県邑南町役場 商工観光課

課長）

熱く話されました。

受講者の声

寺本さんの
著書

・70歳が人生のピークという言葉に勇気をいただきました。

・田舎はお金を稼ぐことが悪のような感覚がありますが、地域でお金

を循環させることが人口減少高齢化社会では特に大事になってくる
はずです。

・お金を儲けることができると嬉しいし、元気になると気付かされま

社

クマン

した。

㈱ブッ

・東京にお金も人も吸い寄せられていく中で、田舎から都会にビジネ
ス展開をすることを考えがちではあるが、地方に合った方法で手を
打っていくことが必要だと感じました。

・寺本さんの体験に基づく話は、どこに問題意識があるのかが明確化
されていて、満足のいく内容でした。

藻谷浩介さんと
寺本さんの共著

・Zoom で双方向のコミュニケーションができると、なおよかった
と思いました。

㈱ブッ

クマン

新型コロナ感染状況を考え、ワークショップについては中止し、講演会のみ開催しました。
講師への質問については、ホームページにて回答を公開中です。

次号は

10月2日（土）に開催した

地域を育む「コミュニティデザイン」

社

について掲載します。
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鳥取県立

（県民ふれあい会館）

生涯学習展示コーナー
――

発表場所

県立生涯学習センター
（県民ふれあい会館１階ロビー）

過去の展示の様子を紹介します

――

鳥取県立人権ひろば21“ ふらっと ” 出張作品展
令和３年９月２日（木）～10日（金）

NPO 法人 十人十色さんのアート展「SDG ｓ

魂～よみがえれ不要なものたち～」と “ ふらっ
と ” の紹介でした。

鳥取県立人権ひろば21“ ふらっと ” は、県民

ふれあい会館２階に移転しました。

ふらっとでは、毎月人権にかかわる作品展を

開催しています。ぜひ、お越しください。

アトリエかおる絵の教室

生徒作品展

令和３年９月14日（火）～26日（日）

おかげさまで25周年を迎えました。初参加の

生徒も多く、コロナ禍の中でも夢のあるエネル
ギーを感じる作品群でした。

７歳から19歳と幅広い年齢層が、個性的で自

然体なアートを楽しんでいます。
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ギャラリートークの光景

鳥取県立生涯学習センターでは、生涯学習に関する相談、情報提供、講座の実施、
発表の場の提供等をとおして、社会教育の推進と生涯学習の機運醸成を目指します。

12月開催予定イベント

令和三年度
健康セミナー
生涯学習公開講座

― 生殖医療現場からのメッセージ ―

「生命誕生の神秘を探る」

講演会

講

師

み

お

とっとり県民カレッジ連携講座

や す ゆ き

見尾

保幸さん

（医療法人社団ミオ・ファティリティ・
クリニック 理事長）
鳥取大学医学部卒、同大産婦人科学教室、講
師を経て平成５年、米子市に、ミオ・ファティ
リティ・クリニックを開設。医学博士・日本産
科婦人科学会専門医・母体保護法指定医師・
日本生殖医学会生殖医療専門医

不妊治療の第一人者である医師が語る生命とは？

命の原点を見つめ、命の大切さ、そして自分自身の尊さを考えてみませんか。
次の世代を見守る人たちにも聞いて欲しい、これからの生き方を考える講

演会です。

開 催 日

令和３年

開催場所

鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）

13：30～15：30
12月18日（土）
（鳥取市扇町21）
１階ホール
（自由席）

定

員

申込期間

220名
令和３年11月１日（月）から

12月３日（金）まで（先着順）
※手話通訳 / 託児 / 車イス席をご利用の方は 11月19日
（金）
までにお申込みください

備

考

要約筆記あり
※詳しくはチラシまたはホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる場合があります。
詳しくは下記までお問合せください。

主催・申込・問合せ先
鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館） 〒680-0846 鳥取市扇町21
TEL（0857）21-2331 ／ FAX（0857）21-2267 ／ URL http://fureaikaikan.jp ／ Eメール manabi@fureaikaikan.jp
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このコーナーでは、県内の生涯学習に取り組むグループやサークルなど、

皆さまからいただいた自慢話や地域活動、ボランティア活動、催物案内、
仲間募集などに関するさまざまな「つぶやき」を掲載しています。

よなご星の会
米子市児童文化センターの天体観測会をお手伝いす
る他、会員各自で星を見たり写真を撮ったりして楽し
んでいます。
※天体観測会について、詳しくは米子市児童文化セン
ターの HP をご確認ください。

［まなび］

2021.11

⃝米子市児童文化センターの観測会のお手伝い⃝
日時：11月19日、12月11日

場所：米子市児童文化センター

他

問合せ先：よなご星の会

Mail：hoshiboshi.yonago@gmail.com

米子近辺の星好きが集まっているので、会員同
士で話をするのが楽しみです。

※最近は新型コロナ対策のため、例会や集まっての
星の撮影はしていません。

vol.197

若桜氷ノ山樹氷太鼓の会

⃝活動日⃝
日時：毎週日曜日

２階

問合せ先：若桜町公民館
TEL（0858）82-1584

このコーナーでつぶやいてみたいグループ、大募集!! お気軽に下記にお問合せください。
なお、掲載にあたっては、条件があります。ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

ご意見、ご感想をお寄せください

ｍａ・ｎａｖｉについて鳥取県立生涯学
習センター（県民ふれあい会館）までご意
見・ご感想をお寄せください。

※お便りは本誌で紹介させていただく場合が
あります。

マナベルゥくん：鳥取県を愛してやまない好奇心旺盛のカレールゥ

柿が美味しい季節がやってき
たね、ルゥくん。

そうだね。富有に花御所に、梨
に続いて果物のリレーが続い
ているね。

富有は早めのものだと十月の
下 旬 か ら 出 始 め て、 花 御 所 は
その一ヵ月後くらいだね。

そうだね。富有はサクサク、花
御所は柔らかくてどちらも美
味しいよねぇ。

硬めの富有をレタスやトマト
と一緒にサラダにするのが好
きかなぁ。

へえ～そんな食べ方があるん
だ！僕はよく熟れた花御所を冷
凍庫に入れて、シャーベットに
するのが好きだけど、富有のサ
ラダも美味しそう。今度作って
みようかな。
※マナビィ：生涯学習のマスコット

鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館） TEL（0857）21-2331

E メール manabi@fureaikaikan.jp

問合せ先

鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）

ジュニアチーム『タタクンジャー』
も一緒に楽しく活動しています。

19：00～21：00

場所：若桜町旧森林組合

企画・編集・発行

〒680-0846 鳥取市扇町21番地
TEL（0857）
21-2331 FAX（0857）
21-2267

氷ノ山を愛する仲間で結成して21年目になりまし
た。
『和太鼓の和は心の和であり人の和である』を合言
葉に、人のつながりを大切に、毎週日曜日、２時間程
度の練習を行っています。
氷ノ山の大自然の情景を和太鼓の音で表現し、各地
のイベントに出演して元気な若桜を PR しています。

